深川東京モダン館の情報誌

2022 年 2 月

深川東京

第 106 号
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モダン館だより
共催

0 歳から OK ！

2月26日（土）①11：00〜12：00 ②13：00〜14：00
リトミック要素を取り入れたミニコンサートと
親子で一緒に楽しめる簡単な作品を作ります

大人 700 円 子ども 300 円 大人子ども合わせて各回18人
歌＆読み手

YUKKIY（ユッキー） イラスト Reap（りーぷ） ほか

※当館の催し物のご予約は

2 月のカレンダー
月

10時から

※2月15日（火）10時から受付開始

お電話 03-5639-1776

まで

催し物の詳細は 2 面をご覧ください
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キッチン
松ぼっくり 営業日

休館日

21

22

休館日

噺+話

23

おきがる講座

28
休館日
開館時間

10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで）
1

26

ふかにこ
ファクトリー

27
圓橘の会

2 月の催し

キッチン松ぼっくり
2月10日（木）11：45〜14：00

お豆ご飯 ぶりの南蛮漬け

は古

700 円

じゃが芋の金平炒め 茹で野菜

代米

揚げパンは 1個50円

給食の懐かしい味！
主催

ご飯

( 黒米

) だよ

！

※完売次第、閉店いたします ※ご予約はできません ※メニューを一部変更する場合があります

おきがる講座

2 月 8 日（火） 渋沢栄一ゆかりの人々3 伊藤 松宇 ※1月25日（火）10時から電話で受付開始
2 月 25 日（金） 渋沢栄一ゆかりの人々13 安田 善次郎 ※2月15日（火）10時から電話で受付予約
それぞれ

①13：00 〜 14：30 ②15：00 〜 16：30

受講料：各回500円 定員：各回20名（要予約） 講師：龍澤 潤（深川東京モダン館）
共催

噺 + 話

2月22日
（火）14：00〜 （開場13：30）

おきがる講座と落語会モダン亭のコラボ

三遊亭 歌扇「天狗裁き」
+ 龍澤潤「演題にちなんだ話」
予約・当日 1,500円 定員：20 名

共催

※2月5日（土）10時から受付開始

圓橘の会

2月27日（日）15：00〜

（開場14：30）

う め わ か れ い ざ ぶ ろう

三遊亭圓橘 梅若礼三郎（上・下）
“人生は歩きまわる影法師、あわれな役者だ” シェイクスピア
『マクベス』
より
予約 2,500円 当日 2,800円 定員：50名
※当館の催し物のご予約は

10時から

※2月15日（火）10時から受付開始

お電話 03-5639-1776

まで

●お客様へのお願い
・次に該当するお客様のご来場は、
ご遠慮いただきますようお願いいたします。
37.5度以上の発熱があるお客様
咳、喉の痛み等の症状があるお客様
過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴があるお客様
・マスクを着用でないお客様のご入場はご遠慮いただきます。咳エチケットにご協力をお願いいたします。
・手洗いと手指消毒にご協力をお願いいたします。
・催し物にご参加されるお客様には、氏名・連絡先等を確認させていただく場合がございます。
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モダン館ボランティアガイドだより 101

越中島の御台場のこと
お台場海浜公園にある「品川の御台場」のこと

御台場が築造されました。ペリー来航後、嘉永 7

は良く知られていますが、かつて江東区越中島に

年 / 安政元年（1854）品川御台場が江戸湾内海防

築造されていた御台場のことは現存していないた

備のために造られましたが、越中島御台場は、そ

め、余り知られていないと思います。

の後、元治 2 年（1865）現在の東京海洋大学敷地

そこで「越中島の御台場」のことに少し触れさ

内の明治丸繋留地付近に築造されました。きっか

せて頂きます。

けは生麦事件の賠償金問題でイギリス軍艦が品川

まず、御台場（砲台）とは何かですが、一般的

沖まで迫ったことによります。幕府と英国との賠

な定義としては国防、特に海防の観点から人命、

償交渉が難航し、あわや戦端が開かれるのではな

財産を守るために築造された陣地を意味します。

いかと動揺した江戸市民が、避難行動を起こすほ

幕末期に造られた各御台場に的を絞ってみますと、

ど日英間で緊張が高まった事件です。実際、鹿児

日本に開国を迫る欧米列強に対して、一朝事があっ

島では薩英戦争が勃発しています。このような事

た場合を想定して、大砲や陣地などを設置した防

態に鑑み、幕府は軍艦奉行小野友五郎の意見具申

御施設が御台場（砲台）です。

に基づき、江戸湾内海防備の再強化策を講じまし

幕末期に築造された御台場は地域による海防に

た。それは、品川御台場の更に内海奥部（隅田川

対する意識の差から築造規模に大小みられますが、

河口）へ御台場・砲台を築くことでした。その内

その数は日本国内で 1000 余か所に及びました。

の一つが越中島御台場です。

北は北海道から南は沖縄に至るまで、全国津々浦々

越中島御台場は佃島砲台と共に江戸湾最奥部に

の海岸に、ペリー来航（1853 年）以前は 600 か所、

築造され、江戸城と江戸市街を外国軍艦の砲撃か

来航以後は 400 か所が築造されたといわれます。

ら守るために「最後の砦」の役割を課されました。

そして、我が江東区越中島にも同じ海防目的で

今は、静かな越中島の地もかつてはこのように緊
迫した時代もあったのです。

越中島台場（赤丸の部分）
五千分一 東京（東京南東部） 参謀本部陸軍部測量局、1887年
国立国会図書館蔵

に筆者が手を加え作成

（文と写真

江東区文化観光ガイド

道祖尾

均）

深川東京モダン館では江東区文化観光ガイドによる館内のご案内（10時～16時）および
ご希望によりモダン館周辺のまちあるきツアー（1時間程度、11時・14時出発）を行って
います。※新型コロナウイルス感染状況によって中止になる場合があります。※諸事情によりガイド不在の場合もあります。
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貸会議室・多目的スペース
深川東京モダン館では2階の多目的スペースと会議室をお貸し出ししています。ミーティングや
イベントを行うスペースなどにご利用ください。
◆会議室（20㎡）
利用日時：開館日時

利用例：社内ミーティング、商談、お花・書道・語学の教室等

◆多目的スペース（80㎡）
利用日時：開館日時

利用例：展示、イベント、社内研修、演劇の公演、講演会、教室等
※料金、ご予約（ご利用日の半年
前から受付）詳細については、
お電話またはメールにてお問い
合わせ下さい。

多目的スペース

会議室

※スクリーン、プロジェクター、
マイクなど機器類もご利用いた
だけますので、ご相談ください。

百圓珈琲

ガイドブック・お土産品
深川東京モダン館1階では、まちあるきに役立つガイドブックや
江東区の文化財ガイドなどを販売しています。
・『江東区の文化財』各地域
・江東区観光キャラクター
コトミちゃんグッズ各種
（タオルハンカチ ステンレスボトル等）
・江東区の名所を描いた絵はがき
（水彩・切絵・写真）
・もくレース
・深川めしの素
・ちくま味噌 甘酒
・コースター
・ゲイシャコーヒー
高安ビニール（亀戸）の新製品 リボンキーホルダー
・Ｔシャツ 等

開館日および開館時間
10：00-18：00（金・土曜日は19：00まで）
休館日：月曜日

（月曜日が祝日の場合、翌火曜日が休館となります）
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「深川東京モダン館だより」第106号（2022年1月21日）
発行 （一社）江東区観光協会 深川東京モダン館
〒135-0048 東京都江東区門前仲町1-19-15
TEL 03-5639-1776 FAX 03-5620-1632
Mail info@fukagawatokyo.com
ホームページ www.fukagawatokyo.com
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1F カウンターでは 100 円のコー
ヒーをご提供しております。
ホットコーヒー「小樽」
「ベイキャ
メル」そして「モダン館ブレンド」
（しっかり・すっきり）の 4 種類
をご用意しております。
まちあるきの
休憩時や会社
のお昼休み中
の一服にどうぞ。

